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ニュースリリース 

2015年 9月 2日 

特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 

ITC カンファレンス事務局 

 

ITC Conference 2015 開催 

10月 30日（金）～31日（土）、於；ベルサール新宿グランド 

 

“IT経営を実現するプロフェッショナル、ITコーディネータ”の更なる実践力向上と、IT経営を推進する経営

者の方々や中小企業の経営改革を応援する支援機関、商工団体、金融機関等との相互のネットワーク

づくり、交流等を目的として、本年10月30日（金）・31日（土）にベルサール新宿グランド（東京都新宿区）

にて「ITC Conference 2015」を開催いたします。本カンファレンスは、弊協会が 2002年以来毎年主催し、

第 14 回目を迎えるもので、毎回延べ 1,400 名を超える来場者をお迎えしています。（例年は 8 月に東京

プリンスホテルにて開催しておりました） 

 

今年のITC Conference 2015は「IoT新時代におけるITCのエボリューション～クラウド・Industrie4.0の可

能性～」をテーマに、経営改革を実践されている経営者や最新の経営、ITに関するご専門の方々をお招

きしてご講演をいただくと共に、パネルディスカッション等も予定しております。 

 

今年の基調講演は、「ミスターエンジン」と云われるマツダ株式会社の人見常務執行役員にご登

壇いただけることになりました。 

バブル崩壊後、会社存続の危機に瀕していたマツダに共同開発先のフォード社にエンジン開発

者の多くが奪われ、マツダは、わずか 30 人のチームで挑むことになった。そこで指揮を取った人

見氏の選択は？ 

越えねばならない巨大な課題と難関を幾つも越え、悲願だった次世代技術の詰まった究極の高

効率エンジン「SKYACTIV（スカイアクティブ）」をついに開発してきた壮絶な秘話と今後の開発

に対する考え方等について、語っていただきます。 

目からウロコの真実を明かしていただきますのでお楽しみに！ 

 

ITC Conference 2015は、一般の方も受講が可能（有料）でご希望の方は協会ホームページよりお申込

みができます。 

※ITC Conference 2015：http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2015/index.html 

 

また、プレス関係の皆様には、ぜひ取材をご検討ください。 

（ご一報いただければ、ご招待状をお送りさせて戴きますのでよろしくお願い致します。） 

 

 

 

http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2015/index.html
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(本件に関するお問合せ先) 

〒113-0021 

東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 9Ｆ 

特定非営利活動法人 ＩＴコーディネータ協会  

電話：03-6912-1081 

メール：confer-zenpan@itc.or.jp 

ホームページ http://www.itc.or.jp 

カンファレンス事務局 山川、山崎、中村 

（参考）ＩＴコーディネータとは 
 

ＩＴコーディネータはＩＴ経営を実現するプロフェッショナルで、特定非営利活動法人 IT コ

ーディネータ協会が認定する「経済産業省推進資格」です。 

ＩＴコーディネータ協会は、経済産業大臣（当時は通商産業大臣）の諮問機関である産業構

造審議会 情報産業部会 情報化人材対策小委員会の中間報告を受けて、経営戦略を情報システ

ムに繋ぐ企業経営者のパートナー人材＝「ＩＴコーディネータ」の育成、認定、普及を目的と

して、2001 年 2 月にＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）として創設されました。 

弊協会は発足以来 IT コーディネータの育成・認定と普及・促進活動に取り組んでまいりま

したが、既に IT コーディネータ資格認定累計者数は約１万人を超え、多くの方々が全国各

地で IT 経営を普及・推進する活動を展開し、数々の成功事例や支援成果を生んでいます。 

※詳しくは、ＩＴコーディネータ協会ホームページをご覧ください。 

 ⇒ http://www.itc.or.jp/ 

 

http://www.itc.or.jp/
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ＩＴＣ Conference 2015 プログラム 
大会テーマ：「IoT 新時代における ITC のエボリューション」 

   ～クラウド・Industrie4.0 の可能性～ 
 

於 ベルサール新宿グランド 
 

１０月３０日（金）：基調講演、ＩＴ経営推進事例、パネルディスカッション、協会アワー 

（講演者および講演題目は変更になる場合があります） 

13：00～13：10 主催者挨拶 IT コーディネータ協会 会長 播磨 崇 

13：10～13：20 来賓挨拶 経済産業省商務情報政策局 情報処理振興課長 渡邊 昇治 氏 

13：20～14：10 基調講演 
【01】「SKYACTIV開発秘話」 

マツダ株式会社 常務執行役員 人見 光夫 氏 

14：10～14：25 休 憩 (15 分)  

14：25～15：10 
ＩＴ経営 

推進事例 

【02】「クラウドサービスでバックオフィス業務を効率化 

   ～「クラウド完結型社会」を目指して～」 
  freee 株式会社 代表取締役 佐々木 大輔 氏 

15：10～15：55 
ＩＴ経営 

推進事例 

【03】「止められない医療現場を支える攻めのIT経営」～業務変革/経営革新を

目指して院内システムを印新。更なる医療サービスの質の向上へ～ 

  医療法人明仁会 かないわ病院 院長 岡田 淳夫氏 

  IT管理課課長 河原 直人氏 

  富士ゼロックス北陸株式会社 ITC 川上 正春氏 

15：55～16：10 休 憩 (15分)  

16：10～17：30 
パネルディス

カッション 

【04】「どうなるマイナンバー？今こそ立ち上がれ、ITコーディネータ！」 

パネリスト：戦略経営ネットワーク協同組合・ITC協会理事 ITC 赤羽 幸雄氏 

      太田社会保険労務士事務所 社会保険労務士・ITC 太田 綾子氏 

   税理士法人あすなろ 税理士・ITC 菅沼 俊広氏 

電子自治体推進パートナーズ副会長・株式会社富士通総研 榎並 利博氏 

モデレータ： ＩＴコーディネータ協会 事務局 松下 正夫 

17：30～17：50 協会アワー 
【05】「ITCが創造するITCのための事業へ～コミュニティの創生～」 

ＩＴコーディネータ協会 常務理事・事務局長 中塚 一雄 

交流会会場へ移動（５F） 

18：00～20：00 情報交換・交流会 

20：00～ 今年はやります！放課後カンファレンス（500 円） 
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１０月３１日（土）：特別講演、ITC 活動事例、IT 経営推進事例、パネルディスカッション、新技術動向 

 （講演者および講演題目は変更になる場合があります） 

10：00～10：40 
ＩＴＣ活動 

事例 

【06】「ネット販売 2 億円 ICT を駆使したサイバー農家「宮川洋蘭」のチャレ

ンジと取り組み」 

有限会社宮川洋蘭 専務取締役 宮川 将人氏 

ＩＴコーディネータ   中尾 克代氏 

10：40～11：30 特別講演 
【07】「IoT革命が中小企業にもたらすインパクト」 

法政大学 デザイン工学部 西岡 靖之氏 

11：30～11：45 休 憩 （15 分） 

11：45～12：25 
ＩＴ経営 

推進事例 

【08】「真のグローバル化は地球を生かす事」 

     武州工業株式会社 代表取締役 林 英夫氏 

12：25～13：35 ランチタイム (70 分)  

13：35～15：05 

パネルディス

カッション 

 

【09】「ITCコミュニティの可能性について～地域を越えた交流・連携～」 

パネリスト：特定非営利活動法人 長野県ITコーディネータ協議会  

普世 芳隆氏 

      特定非営利活動法人 ITコーディネータ富山 吉田 誠氏 

      特定非営利活動法人 石川県情報化支援協会 原 保氏 

      特定非営利活動法人 福井県情報化支援協会 栃川 昌文氏 

モデレータ：ITコーディネータ協会 常務理事・事務局長 中塚 一雄 

15：05～15：20 休 憩 （15 分） 

15：20～16：00 新技術動向 
【10】 「インダストリー4.0：ドイツが国を挙げて取り組む第 4次産業革命」 

    ベッコフオートメーション株式会社 代表取締役社長 川野 俊充氏 

                                                

 


